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１．平成19年２月期の業績（平成18年３月１日～平成19年２月28日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年２月期 29,044 2.3 4,522 2.6 4,604 3.4

18年２月期 28,405 10.4 4,406 9.3 4,453 9.9

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年２月期 2,714 2.4 18,849 70 － － 20.1 20.9 15.9

18年２月期 2,651 16.6 17,986 68 － － 23.1 23.1 15.7

（注）①期中平均株式数 19年２月期 144,000株 18年２月期 144,000株

②会計処理の方法の変更 無

③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年２月期 23,984 14,421 60.1 100,150 93

18年２月期 20,146 12,571 62.4 86,873 18

（注）①期末発行済株式数 19年２月期 144,000株 18年２月期 144,000株

②期末自己株式数 19年２月期 － 株 18年２月期 －  株

２．平成20年２月期の業績予想（平成19年３月１日～平成20年２月29日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 13,500 1,500 880

通期 32,000 4,630 2,730

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　18,958円33銭

３．配当状況

・現金配当  １株あたりの配当金（円） 配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産配当率
（％）中間期末  期末  年間

18年２月期 1,500 3,500 5,000 720 27.8 6.3

19年２月期 1,500 4,000 5,500 792 29.2 5.9

20年２月期（予想） 1,500 1,500 3,000    

（注）18年２月期期末配当金の内訳　特別配当　1,500円00銭　記念配当　　500円00銭

　　　19年２月期期末配当金の内訳　特別配当　1,500円00銭　記念配当　1,000円00銭

 

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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６．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

第23期
（平成18年２月28日）

第24期
（平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１　現金及び預金 9,719,979 6,709,567  

２　売掛金 ※１ 3,870,868 5,124,282  

３　商品 295,293 324,673  

４　仕掛品 166,300 203,759  

５　貯蔵品 11,003 3,164  

６　前渡金 3,140,653 2,988,396  

７　前払費用 130,169 91,734  

８　親会社に対する短期
貸付金

－ 4,000,000  

９　繰延税金資産 626,310 572,886  

10　未収入金  15,923 44,835  

11　その他  36,641 54,433  

貸倒引当金 △1,166 △8,251  

流動資産合計 18,011,978 89.4 20,109,480 83.8 2,097,502

Ⅱ　固定資産  

１　有形固定資産  

（1）建物 90,830 93,123  

減価償却累計額 18,410 72,419 30,582 62,540  

（2）工具器具及び備品 97,393 105,032  

減価償却累計額 41,000 56,393 53,121 51,911  

（3）映像マスター 3,648,692 3,976,128  

減価償却累計額 3,219,384 429,307 3,471,345 504,782  

（4）映像マスター仮勘
定

67,930 36,328  

有形固定資産合計 626,050 3.1 655,563 2.7 29,512

２　無形固定資産  

（1）ソフトウェア 92,802 377,378  

（2）電話加入権 4,077 4,077 －

無形固定資産合計 96,880 0.5 381,456 1.6 284,575
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第23期
（平成18年２月28日）

第24期
（平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

３　投資その他の資産  

（1）投資有価証券 1,072,277 1,007,308  

（2）関係会社株式 110,523 1,527,883  

（3）出資金 － 3,000  

（4）長期貸付金 72,395 62,295  

（5）破産更生債権等 39,105 39,105  

（6）長期前払費用 2,557 1,990  

（7）繰延税金資産 4,293 71,745  

（8）差入保証金 209,666 212,707  

（9）その他 11,918 12,920  

貸倒引当金 △111,500 △101,400  

投資その他の資産合
計

1,411,236 7.0 2,837,554 11.9 1,426,318

固定資産合計 2,134,167 10.6 3,874,574 16.2 1,740,406

資産合計 20,146,146 100.0 23,984,054 100.0 3,837,908
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第23期
（平成18年２月28日）

第24期
（平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１　支払手形 783,257 912,784  

２　買掛金 ※１ 3,574,911 5,734,269  

３　未払金 ※１ 887,169 472,804  

４　未払費用 358,222 366,829  

５　未払法人税等 1,059,490 1,239,632  

６　前受金  342,874 126,356  

７　預り金 14,367 14,646  

８　役員賞与引当金 － 78,841  

流動負債合計 7,020,293 34.8 8,946,165 37.3 1,925,871

Ⅱ　固定負債  

１　役員退職慰労引当金 180,936 228,180  

２　預り保証金 373,476 387,974  

固定負債合計 554,413 2.8 616,154 2.6 61,741

負債合計 7,574,707 37.6 9,562,320 39.9 1,987,613
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第23期
（平成18年２月28日）

第24期
（平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※２ 2,182,500 10.8 － － －

Ⅱ　資本剰余金  

　　　　資本準備金 1,214,500 －  

　　資本剰余金合計 1,214,500 6.0 － － －

 Ⅲ　利益剰余金  

１　利益準備金 79,318 －  

２　任意積立金  

　（1）特別償却準備
　 金

769 －  

　（2）別途積立金 5,944,000 －  

３　当期未処分利益 2,932,133 －  

利益剰余金合計 8,956,221 44.5 － － －

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

218,217 1.1 － － －

資本合計 12,571,438 62.4 － － －

負債資本合計 20,146,146 100.0 － － －
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第23期
（平成18年２月28日）

第24期
（平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   － －  2,182,500 9.1 －

２　資本剰余金         

(1）資本準備金  －   1,214,500    

資本剰余金合計   － －  1,214,500 5.1 －

３　利益剰余金         

(1）利益準備金  －   79,318    

(2）その他利益剰余金         

特別償却準備金  －   88    

別途積立金  －   7,544,000    

繰越利益剰余金  －   3,265,470    

利益剰余金合計   － －  10,888,877 45.4 －

株主資本合計   － －  14,285,877 59.6 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価
差額金

  －   135,857   

評価・換算差額等合
計 

  － －  135,857 0.5 －

純資産合計   － －  14,421,734 60.1 －

負債純資産合計   － －  23,984,054 100.0 －
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(2）損益計算書

第23期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

第24期
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 ※１ 28,405,477 100.0 29,044,897 100.0 639,419

Ⅱ　売上原価 ※１ 18,214,908 64.1 19,202,243 66.1 987,335

売上総利益 10,190,569 35.9 9,842,653 33.9 △347,916

Ⅲ　販売費及び一般管理費  

１　運賃  373,702 276,826  

２　広告宣伝費 ※１ 2,520,439 2,070,233  

３　役員報酬及び給与手当  1,425,838 1,369,468  

４　福利厚生費  227,514 189,225  

５　役員賞与引当金繰入
額 

 － 78,841  

６　退職給付引当金繰入額 54,359 52,098  

７　役員退職慰労引当金繰
入額

32,874 47,243  

８　旅費交通費  132,303 122,606  

９　減価償却費 29,959 32,403  

10　研究開発費 ※２ 163,932 219,873  

11　地代家賃 ※１ 243,234 251,672  

12　賃借料  48,794 40,990  

13　貸倒引当金繰入額 115 16,726  

14　その他 ※１ 530,867 5,783,935 20.4 552,003 5,320,214 18.3 △463,721

営業利益 4,406,633 15.5 4,522,438 15.6 115,805

Ⅳ　営業外収益  

１　受取利息  ※１ 1,358 6,258  

２　受取配当金 37,620 56,998  

３　為替差益  1,904 6,997  

４　その他 5,492 46,375 0.2 11,546 81,802 0.3 35,426

Ⅴ　営業外費用  

１　雑損失 － － － 3 3 0.0 3

経常利益 4,453,009 15.7 4,604,237 15.9 151,228

－ 43 －



第23期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

第24期
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅵ　特別利益  

１  貸倒引当金戻入額 27,407  10,100   

２　投資有価証券売却益 29,000 56,407 0.2 － 10,100 0.0 △46,307

Ⅶ　特別損失  

１　固定資産売却損  81 －  

２　固定資産除却損 ※３ 5,331 4,741  

３　和解金 9,000 14,413 0.1 － 4,741 0.0 △9,671

税引前当期純利益 4,495,003 15.8 4,609,596 15.9 114,592

法人税、住民税及び事
業税

1,905,359 1,852,973  

法人税等調整額 △62,138 1,843,220 6.5 42,266 1,895,239 6.5 52,019

当期純利益 2,651,783 9.3 2,714,356 9.4 62,572

前期繰越利益 496,349 － －

中間配当額 216,000 － －

当期未処分利益 2,932,133 － －
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　　売上原価明細書

第23期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

第24期
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

 

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　仕入高 ※１ 4,274,516 23.6 3,797,803 19.7 △476,713

Ⅱ　映像製作費 4,313,353 23.8 5,363,530 27.9 1,050,176

Ⅲ　版権料 9,112,900 50.3 9,668,579 50.3 555,679

Ⅳ　その他 ※２ 406,321 2.3 401,710 2.1 △4,611

当期仕入高 18,107,092 100.0 19,231,623 100.0 1,124,531

期首商品たな卸高 403,109 295,293 △107,815

期末商品たな卸高 295,293 324,673 29,380

当期売上原価 18,214,908 19,202,243 987,335

 

（注）

第23期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

第24期
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

※１　仕入高のうちに、投入途中にある期首期末の仕掛品

（パッケージ、ジャケット、印刷物等）を加減算し

ております。

※１　　　　　　　　　 同左

※２　その他の主な内訳 ※２　その他の主な内訳

減価償却費 299,045千円 減価償却費 318,606千円
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(3）株主資本等変動計算書

第24期（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

株主資本
評価・換算
差額等

純資産合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金
株主資本
合計

 その他
有価証券
評価差額金

資本
準備金

利益
準備金

その他利益
剰余金(注１)

平成18年２月28日　残高
　　　　　　　　　（千円）

2,182,500 1,214,500 79,318 8,876,902 12,353,221 218,217 12,571,438

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注２）
　　　　　　　　（千円）

   △720,000 △720,000  △720,000

役員賞与（注３）
　　　　　　　　（千円）

   △61,700 △61,700  △61,700

当期純利益
　　　　　　　　（千円）

   2,714,356 2,714,356  2,714,356

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）
　　　　　　　　（千円）

     △82,360 △82,360

事業年度中の変動額合計
　　　　　　　　　（千円）

－ － － 1,932,656 1,932,656 △82,360 1,850,295

平成19年２月28日　残高
　　　　　　　　　（千円）

2,182,500 1,214,500 79,318 10,809,558 14,285,877 135,857 14,421,734

 （注１）その他利益剰余金の内訳

特別償却
準備金

別途積立金 
繰越利益
剰余金 

合計

平成18年２月28日　残高
　　　　　　　　　（千円）

769 5,944,000 2,932,133 8,876,902

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注２）
　　　　　　　　（千円）

  △720,000 △720,000

特別償却準備金の取崩
（注４）　　　　（千円）

△681  681 －

別途積立金の積立（注３）
　　　　　　　　（千円）

 1,600,000 △1,600,000 －

役員賞与（注３）
　　　　　　　　（千円）

  △61,700 △61,700

当期純利益
　　　　　　　　（千円）

  2,714,356 2,714,356

事業年度中の変動額合計
　　　　　　　　　（千円）

△681 1,600,000 333,337 1,932,656

平成19年２月28日　残高
　　　　　　　　　（千円）

88 7,544,000 3,265,470 10,809,558

 （注２）平成18年５月の定時株主総会における利益処分及び平成18年10月の臨時取締役会の決議に基づく

　　　　 剰余金の配当であります。

 （注３）平成18年５月の定時株主総会における利益処分項目であります。

 （注４）平成18年５月の定時株主総会における利益処分による取崩額338千円を含んでおります。
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(4）キャッシュ・フロー計算書

第23期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

第24期
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動による
キャッシュ・フロー

税引前当期純利益 4,495,003 －

減価償却費 347,090 －

諸引当金の増減額 5,578 －

受取利息及び受取配当金 △38,978 －

固定資産除却損 5,331 －

和解金 9,000 －

投資有価証券売却益 △29,000 －

売上債権の増減額 682,826 －

たな卸資産の増減額 136,188 －

前渡金の増減額 122,378 －

未収入金の増減額 1,018 －

前払費用の増減額 △7,622 －

仕入債務の増減額 △543,234 －

未払金の増減額 △60,328 －

前受金の増減額 272,134 －

預り保証金の増減額 35,876 －

役員賞与の支払額 △59,700 －

その他 △117,997 －

小計 5,255,567 －

利息及び配当金の受取額 38,978 －

和解金の支払額 △9,000 －

法人税等の支払額 △1,972,335 －

営業活動による
キャッシュ・フロー

3,313,211 －
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第23期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

第24期
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動による
キャッシュ・フロー

有形固定資産の取得によ
る支出

△382,994 －

有形固定資産の売却によ
る収入

2 －

無形固定資産の取得によ
る支出

△52,889 －

投資有価証券の取得によ
る支出

△121,602 －

投資有価証券の売却によ
る収入

30,000 －

貸付金の回収による収入 8,415 －

投資活動による
キャッシュ・フロー

△519,069 －

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

配当金の支払額 △432,000 －

財務活動による
キャッシュ・フロー

△432,000 －

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加
額

2,362,141 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

7,357,837 －

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末
残高

9,719,979 －
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(5）利益処分計算書

第23期
株主総会承認日

（平成18年５月20日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益 2,932,133

Ⅱ　任意積立金取崩額

　特別償却準備金取崩額 338 338

合計 2,932,471

Ⅲ　利益処分額

１　配当金 504,000

２　役員賞与金
（うち監査役賞与金）

61,700
(5,150)

３　任意積立金

別途積立金 1,600,000 2,165,700

Ⅳ　次期繰越利益 766,771
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重要な会計方針

項目
第23期

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

第24期
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式

移動平均法による原価法を採用してお

ります。

(1）子会社株式

同左

(2）その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定）を採用しております。

(2）その他有価証券

時価のあるもの

　　　 決算日の市場価格等に基づく時価

　　　 法（評価差額は全部純資産直入法

　　　 により処理し、売却原価は移動平

　　　 均法により算定）を採用しており

　　　 ます。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用して

おります。

時価のないもの

同左

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

総平均法による原価法を採用しております。 同左

３　固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産

 定率法を採用しております。

　 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

　 あります。

　　 建物　　　　　　　　８年～15年

　　 工具器具及び備品　　２年～15年

　　 映像マスター　　　　２年

有形固定資産

 同左

無形固定資産　

ソフトウエア（自社利用分）

社内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法によっております。

無形固定資産　

同左

４　外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。

同左

５　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権及び破産更生債権等につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

 

 

(2) 役員賞与引当金

　　　 役員の賞与支給に備えるため、次

　　 回支給見込額を計上しております。 
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項目
第23期

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

第24期
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

(2）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上しております。

なお、当期末においては、年金資産が

退職給付債務を上回っておりますので

退職給付引当金の残高はありません。

また、数理計算上の差異は発生の翌事

業年度から10年（各事業年度の発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内）で

均等償却しております。

(3）退職給付引当金

同左

 

 

 

 

 

 

 

 

(3）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上して

おります。

(4）役員退職慰労引当金

同左

６　リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっております。

同左

７　キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ

月以内に満期日の到来する流動性の高い、

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない短期的

な投資を現金及び現金同等物としておりま

す。

 ＿＿＿＿＿＿＿＿

 

８　その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

   消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

 

   消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

第23期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

第24期
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

 ＿＿＿＿＿＿＿＿

 

 （役員賞与に関する会計基準）

　当事業年度より「役員賞与に関する会計基準」（企業会

計基準委員会　平成17年11月29日　企業会計基準第４号）

を適用しております。これにより従来の方法に比べて、営

業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、78,841千円減

少しております。

  ＿＿＿＿＿＿＿＿

 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

  当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月９日　

企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会

　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針第８号）を適

用しております。

　従来の「資本の部」の合計に相当する金額は14,421,734

千円であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

追加情報

第23期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

第24期
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

 （外形標準課税）

　外形標準課税制度の導入に伴い、法人事業税の付加価値

割及び資本割36,862千円は、実務対応報告第12号「法人事

業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示につ

いての実務上の取り扱い」（企業会計基準委員会（平成16

年２月13日））に従い、販売費及び一般管理費として処理

しております。

 ＿＿＿＿＿＿＿＿
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注記事項

（貸借対照表関係）

第23期
（平成18年２月28日）

第24期
（平成19年２月28日）

※１　関係会社に係る注記

　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対する主な資産及び負債は次のとおりであり

ます。

※１　関係会社に係る注記

　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対する主な資産及び負債は次のとおりであり

ます。

売掛金 884千円

買掛金 75千円

未払金 5,383千円

売掛金 4,808千円

買掛金 33,256千円

未払金 6,851千円

※２　会社が発行する株式の総数

普通株式 576,000株

発行済株式総数

普通株式 144,000株

 ＿＿＿＿＿＿＿＿

 

 

３　配当制限に関する注記

商法施行規則第124条第3号に規定する時価を付した

ことにより増加した貸借対照表上の純資産額は218,217

千円であります。

＿＿＿＿＿＿＿＿

 

（損益計算書関係）

第23期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

第24期
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

※１　関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社との主な取引は次のとおりであります。

※１　関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社との主な取引は次のとおりであります。

　売上高 27,694千円

　売上原価 83,621千円

　広告宣伝費 3,436千円

　地代家賃 5,623千円

　その他 18,358千円

　売上高 141,472千円

　売上原価 128,166千円

　広告宣伝費 20,991千円

　受取利息 5,546千円

※２　研究開発費の総額 ※２　研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開

発費
163,932千円

一般管理費に含まれる研究開

発費
219,873千円

※３　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※３　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 296千円

工具器具及び備品 95千円

映像マスター 4,939千円

計 5,331千円

工具器具及び備品 825千円

映像マスター 3,915千円

計 4,741千円
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（株主資本等変動計算書関係）

第24期（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式 － － － －

合計 － － － －

（キャッシュ・フロー計算書関係）

第23期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

第24期
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

　　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

 ＿＿＿＿＿＿＿＿

現金及び預金勘定 9,719,979千円

現金及び現金同等物 9,719,979千円
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（リース取引関係）

 EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。

（有価証券関係）

第23期（平成18年２月28日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

種類

第23期（平成18年２月28日）

取得原価
（千円）

貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えるもの

(1) 株式 52,383 419,753 367,370

(2) 債券

①　国債・地方債

等
－ － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3) その他 － － －

小計 52,383 419,753 367,370

合計 52,383 419,753 367,370

　（注）　減損処理の対象銘柄は次の基準としております。

時価の下落率50％以上のもの………………全銘柄

時価の下落率が30％以上50％未満のもの…回復可能性がないと判断した銘柄

２　当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成17年３月１日　至平成18年２月28日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

30,000 29,000 　　　　- 

 

３　時価評価されていない有価証券

種類
第23期（平成18年２月28日）

貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 763,047

第24期（平成19年２月28日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（デリバティブ取引関係）

１　取引の状況に関する事項

第23期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

＿＿＿＿＿＿＿＿

 

２　取引の時価等に関する事項

 該当事項はありません。
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（退職給付関係）

１　採用している退職給付制度の概要

　　　　　　確定給付型の制度として、適格退職年金制度を設けております。

　　　　　　平成9年5月1日より、退職一時金制度から適格退職年金制度へ全面移行しております。

２　退職給付債務及びその内訳

第23期
（平成18年２月28日）

①退職給付債務        △540,005千円

②年金資産        603,838千円

③未積立退職給付債務（①+②）       63,832千円

④会計基準変更時差異の未処理額 － 

⑤未認識数理計算上の差異       33,901千円

⑥未認識過去勤務債務（債務の減額） － 

⑦貸借対照表計上額（純額）（③+④+⑤+⑥）         97,734千円

⑧前払年金費用         97,734千円

⑨退職給付引当金（⑦-⑧） － 

３　退職給付費用の内訳

第23期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

退職給付費用       54,359千円

（1）勤務費用       49,580千円

（2）利息費用      10,029千円

（3）期待運用収益（減算）        △13,235千円

（4）過去勤務債務の費用処理額       － 

（5）数理計算上の差異の費用処理額      7,983千円

（6）会計基準変更時差異の費用処理額   － 

（7）臨時に支払った割増退職金  200千円

－ 56 －



４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

第23期
（平成18年２月28日）

（1）割引率（％） 2.0 

（2）期待運用収益率（％） 2.5 

（3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

（4）数理計算上の差異の処理年数（年） 10

発生の翌事業年度から10年で均

等償却しております。

（税効果会計関係）

第23期 
（平成18年２月28日）

第24期 
（平成19年２月28日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産

前渡金評価損 317,443 千円

未払事業税 81,625

未払賞与 104,893

貸倒引当金繰入超過額 38,952

役員退職慰労引当金 73,460

研究開発費 67,946

その他 135,410

繰延税金資産合計 819,731

繰延税金負債

特別償却準備金 △294

前払適格退職年金 △39,680

その他有価証券評価差額金 △149,152

繰延税金負債合計 △189,127

繰延税金資産の純額 630,604

繰延税金資産

前渡金評価損 289,125 千円

未払事業税 96,141

未払賞与 114,897

貸倒引当金繰入超過額 39,723

役員退職慰労引当金 92,641

研究開発費 26,543

その他 102,831

繰延税金資産合計 761,905

繰延税金負債

特別償却準備金 △60

前払適格退職年金 △24,355

その他有価証券評価差額金 △92,858

繰延税金負債合計 △117,274

繰延税金資産の純額 644,631

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内容

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異が法定実効税率の100分の５以下であるため、

記載を省略しております。

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内容

同左
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（関連当事者との取引）

第23期

（自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28日）

１　親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又は
出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権の所
有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上

の関係

親会社

㈱バンダ
イナムコ
ホール
ディング
ス

東京都港
区

10,000,000

 バンダイ
ナムコグ
ループの中
長期経営戦
略の立案・
遂行
グループ会
社の事業戦
略実行支
援・事業活
動の管理

被所有
直接
62.4％
間接 
0.8％

－

ブラン
ディング
コンサル
ティング
の委託

営業
取引

諸手数料
の支払

5,127

未払金 5,383

その他 260

 （注）　上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。 

 （注）  資本金及び議決権の被所有割合、期末残高については平成18年２月28日の残高、状態を表示しております。

 （注）  取引の内容及び取引金額については平成17年９月29日から平成18年2月28日までの内容を表示しております。

取引条件及び取引条件の決定方針等 

　㈱バンダイナムコホールディングスとの取引条件については、一般取引先と同様の取引を勘案して決定しております。 

属性
会社等の
名称

住所
資本金又は
出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権の所
有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
残高

（千円）役員の
兼任等

事業上

の関係

親会社
㈱バンダ
イ

東京都台
東区

24,664,368
玩具等の製
造販売

被所有
直接
62.4％
間接 
0.8％

－

商品の販
売、映像
製作の受
託、版権
料の支
払、大阪
営業所及
び名古屋
営業所の
事務所賃
借

営業
取引

商品の販
売、配分
金の受取

25,564 売掛金 5,075

版権料の
支払等

83,505 買掛金 7,780

広告宣伝
費の支払

3,518

未払金 1,105事務所家
賃の支払

7,754

その他 14,356

　（注）　上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、残高は消費税等を含んで表示しております。

　（注）  資本金及び議決権の被所有割合、残高については平成17年11月30日の残高、状態を表示しております。

  （注）  取引の内容及び取引金額については平成17年3月1日から平成17年11月30日までの内容を表示しております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

　㈱バンダイとの取引条件については、一般取引先と同様の取引を勘案して決定しております。
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２　兄弟会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又は
出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権の所
有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上

の関係

親会社
の子会
社

㈱バンダ
イ

東京都台
東区

24,664,368
玩具等の製
造販売

被所有
直接
0％
間接 
0％

－

商品の販
売、映像
製作の受
託、版権
料の支
払、大阪
営業所及
び名古屋
営業所の
事務所賃
借

営業
取引

商品の販
売、配分
金の受取

24,212 売掛金 3,525

版権料の
支払等

106,161 買掛金 41,128

広告宣伝
費の支払

1,458

未払金 4,630

その他 6,263

 （注）　上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。 

 （注）  資本金及び議決権の被所有割合、期末残高については平成18年２月28日の残高、状態を表示しております。

 （注）  取引の内容及び取引金額については平成17年12月1日から平成18年2月28日までの内容を表示しております。 

  取引条件及び取引条件の決定方針等

 　㈱バンダイとの取引条件については、一般取引先と同様の取引を勘案して決定しております。 

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権の所
有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社
の子会
社

㈱サンラ
イズ

東京都杉
並区

49,749
アニメー
ションの企
画及び制作

所有
直接 
7.6％
被所有
直接 
0.8％

兼任
１名

映像製作
の委託、
ビデオ化
の許諾

営業
取引

配分金の
受取

166,387 -

映像製作
の委託

1,450,490 前渡金 745,290

版権料の
支払

3,823,601

買掛金 933,369
商品部材
の仕入

26,570

広告宣伝
費の支払

14,456 未払金 3,265

営業

取引

以外

の取

引

受取配当
金

35,000 －

　（注）　上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

　㈱サンライズとの取引条件については、一般取引先と同様の取引を勘案して決定しております。
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（１株当たり情報）

項目

第23期 第24期

（自　平成17年３月１日  （自　平成18年３月１日 

　至　平成18年２月28日) 　至　平成19年２月28日)

１株当たり純資産額       86,873円18銭 100,150円93銭

１株当たり当期純利益          17,986円68銭 18,849円70銭

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額については、新株予約権付社債等潜在

株式がないため記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額については、新株予約権付社債等潜在

株式がないため記載しておりません。 

   （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

第23期 第24期

（自　平成17年３月１日 （自　平成18年３月１日

    至　平成18年２月28日）     至　平成19年２月28日）

当期純利益（千円）            2,651,783 2,714,356

普通株主に帰属しない金額

（千円）
      61,700 －　

（うち利益処分による役員

賞与金）

 （61,700）  （　－　）

普通株式に係る当期純利益

（千円）
         2,590,083 2,714,356

期中平均株式数（株）        144,000 144,000
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（重要な後発事象）

第23期  第24期

（自　平成17年３月１日 （自　平成18年３月１日 

   至　平成18年２月28日）     至　平成19年２月28日） 

株式取得による会社の買収

　平成18年４月７日開催の臨時取締役会の決議に基づき、

　平成18年５月１日に株式会社ランティスの株式を取得い

　たしました。その概要は次のとおりであります。

 （1）目的

　　　音楽事業の業績拡大のため。

 （2）株式取得の方法

      発行済株式の譲受及び第三者割当増資の引受け

 （3）当該会社の概要

　　　①商号　　　　株式会社ランティス

　　　②事業内容　　ソフトウェア企画・制作・発売

　　　　　　　　　　音楽著作権の取得及び管理

　　　　　　　　　　コンパクトディスク等の原盤の

　　　　　　　　　　企画・製作

　　　③資本金　　　　　50百万円

　　　④売上高　　　19億73百万円（平成17年９月期）

　　　⑤経常利益　　 1億68百万円（平成17年９月期）

 （4）取得株式の数、取得価額及び取得後の持分比率

　　　①株式数　　　810株

　　　②取得価額　　10億円

　　　③持分比率　　50.6％

 （5）資金調達の方法

　　　自己資金の充当

 （6）その他の内容

　　　同社は平成18年５月１日より当社の連結子会社とな

　　　りました。

 ＿＿＿＿＿＿＿＿
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（その他）

　該当事項はありません。
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７．役員の異動

（１）代表者の異動

　　該当事項はありません。

（２）その他の役員の異動

　　該当事項はありません。
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